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広 報 

やないづ 
お知らせ版 

安心して米を食べていただくために 

実りの秋が到来し、当町においても米の収穫が最盛期を迎えています。 

平成２５年産米全量全袋検査については、農家の皆さまの御理解と御協力をいただきながら、ＪＡ会津みどり柳

津営農経済センター内にて実施されています。 

平成２５年１０月７日現在、検査された米は、全て基準値（１００Bq/kg）以下で安全が確認されています。 

今後とも、福島県産米の信頼回復と消費者に安全・安心して米を食べていただくために米全量全袋検査を適正

に実施していきますので、御理解と御協力をお願いします。 



 

 

 

 

風しんは、抗体を持たない妊婦が妊娠初期に感染すると、胎児も感染して眼、耳、心臓に障がいを持った赤

ちゃんが生まれる可能性があります。柳津町では安心して妊娠、出産できるよう風しんの抗体価検査費用、予

防接種費用を全額助成します。 

なお、予防接種助成は、抗体検査後の抗体価の不十分な方への助成となります。また、現在妊娠中の方は

対象になりません。  

   

■対象者 

・抗体価検査 

   柳津町に住所を有する方で、下記のいずれかに該当する方 

①１９歳～４９歳の妊娠を予定または希望している女性とその夫 

②妊娠している女性の夫とその同居家族 

   

 

・予防接種 

   柳津町に住所を有する方で、下記に該当する方 

○抗体検査の対象者で、検査の結果、抗体価が十分ではないことが確認された方 

 

■期  間 

  平成２５年１０月２１日から平成２６年３月３１日まで 

 

■実施医療機関 

  柳津町国民健康保険診療所 

  （上記医療機関以外では無料となりませんので御注意ください。） 

 

■検査、接種方法 

抗体価検査又は予防接種を希望する場合は、柳津国保診療所にて直接申請書を記入し、下記を持参の上

受診してください。 

・持参するもの 

   対象者①：本人及び妻の保険証 

   対象者②：本人の保険証、妊婦の母子手帳 

 

 

平成２５年４月１日から平成２５年１０月２０日までに抗体価検査及び風しん予防接種を受けた
方は、検査費用及び接種費用を払い戻し（償還払い）いたします。なお、受診医療機関は問いま
せん。 

 
 役場町民課にて償還払い申込書へ記入の上、必要書類を添えて申し込みください。 

 

○必要書類 

 ・健康保険証または運転免許証（本人確認のできるもの） 

 ・妊婦の母子手帳（対象者②の場合） 

 ・領収書、接種済証等の原本（医療機関名、ワクチン名、料金、接種日のわかるもの） 

 ・請求者の通帳、印鑑（口座番号と名義人のフリガナがわかる写しでも可） 

 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

風しんの抗体価検査・予防接種を助成します 

２



 

 

 

 ○ごみは収集日当日の朝に出しましょう！ 

所定の収集場所に収集日の当日朝８時までに出してください。収集作業後に出されたごみは再収集で

きずに残ってしまいます。 

また、収集日の前日には絶対出さないでください。前日にごみを捨てることは不法投棄を誘発させるほ

か、夜行性であるクマをおびき寄せることにも繋がります。 

 

○ペットボトルなどの資源ごみは中を洗ってから出しましょう！ 

資源ごみを出す際はしっかりと洗ってから出すほか、以下のことを守りましょう。 

・ふた・栓・キャップ・王冠などは全部とってください。 

・ビンは割らないで出してください。（割れたものは不燃ごみ（ガラス）の収集日に出してください。） 

・ラベルを取れるものは取ってください。 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

 

楽しんで気分スッキリ！水中でラクラク体操！ 

水中では、膝や腰の負担も軽く運動できます。その気持ち良さを体験してみませんか？水中で、みんなで楽

しく体を動かしましょう。 

 

■日時及び場所  １１月６日（水） 午前１０時００分から午後１時００分まで  リステル猪苗代プール 

■講 師  健康運動指導士・スポーツトレーナー   島田 一郎 先生 

 

■集 合 時 間  西山交流センター 午前８時１５分  柳津ふれあい館 午前８時３０分 

 

■持 っ てく る 物  ・水着 ・水中用帽子 ・バスタオル ・健康手帳（事前に血圧等体調のチェックをします。） 

            ・参加費３，０００円（プール利用料・昼食代） ・バス利用料２００円 

 

■そ の 他  治療中の疾患がある方は、医師の許可を受けてください。 

 

■参加申し込み  参加を希望される方は、１０月２５日までに下記の問い合わせ先まで連絡ください。 

 

 

 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

ごみの出し方について今一度確認ください 

体験してみよう！水中運動のお知らせ 

３



 

 

 

 

からだ・こころ・すっきり運動習慣 

これからの季節、身体を動かすことが減ってきます。関節痛に効果がある運動を基本とし、転倒予防、生活

習慣病予防のための「楽関スクール（後期）」を開催します。ぜひ、参加してください。 

 

■日時及び場所 

期間：平成２５年１０月から平成２６年２月まで  月１回 全５回コース    

時間：午後１時３０分から午後３時００分まで 

 

第１回  １０月２４日（木） 午後１時３０分から  健康福祉プラザ 銀山荘 

  １１月１４日（木） 午後１時３０分から  西山交流センター 

 

その後の詳しい日程については第１回目に参加された方にお知らせします。 

前期教室に参加された方も参加できます。 

 

■対象となる方 

  膝や腰の痛い方、やせたい方、体力に自信のない方、運動不足が感じられる方、一人ではなかなか運動で

きない方など誰でも参加できます。 

※申込みは不要です。参加を希望する方は直接会場までお越しください。 

 

■内 容 

運動の基礎学習（マッサージ・ストレッチ・バランス体操・筋力トレーニングなど） 

 

■講師 

  健康運動指導士・スポーツトレーナー   島田 一郎 先生 ※当日は、動きやすい服装でおいでください。 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

 

 

 下記の日程でフリー参観日を計画しました。どなたでも自由に参加できますので、ぜひ柳津保育所へ遊びに

来てください。 

■日  時    １０月２９日（火）から１０月３０日（水）まで  午前１０時から午前１１時まで 

■実施場所   柳津保育所 

■対象クラス  たんぽぽ組（2 歳児）・さくら組（3 歳児） 

ひまわり組（4 歳児）・すみれ組（5 歳児） 

■そ の 他   ・何か一緒に遊ぶものを持ってきていただいても結構です。 

・参観御希望の方は当日、事務室においでください。 

 

問 柳津保育所 電話４２－２２３８ 

 

楽関スクール（後期）開催のお知らせ 

柳津保育所フリー参観のお誘い 

４



 

 

 

 

 平成２６年度から入所を希望される方の募集をいたします。申込書に必要書類を添付の上、期日までに提出

してください。 

なお、詳しい入所案内・パンフレット・申込書等は、各保育所、町民課、西山支所に準備してあります。 

 

■新規入所募集人員 

 ・柳津保育所  ４０名（０歳（生後６か月）から小学校就学前まで） 

 ・西山保育所  ２０名（満２歳から小学校就学前まで） 

  

※１ 年間を通して随時入所を受付していますが、平成２６年４月から入所を希望される方又は年度途中か

ら入所希望の方も今回申込みをしてください。 

 

※２ 現在保育所に入所している児童は、継続になりますので申し込みの必要はありません。 

 

■保育時間 

 ・開所時間     午前７時１５分～午後６時３０分 

              

 ・通常保育     午前８時３０分～午後４時３０分 

             ※必要に応じて、早朝、延長保育（申請書が必要）もいたします。 

 ・土曜一日保育  平日と同じです。 

※申請書が必要です。 

 

■提出書類 

□入所申込書 

□在職証明書 

※１ 家を新築し、住宅取得等特別控除を受けている場合は平成２４年分の給与所得の源泉徴収票の写し

を添付してください。 

※２ 在職証明書は、自営業、農業に従事している方も必ず提出してください。 

 

■申込期限 

 平成２５年１０月１５日（火）から平成２５年１１月１５日（金）まで 

 

■提出先 

 各保育所・町民課・西山支所の窓口 

 

 

 

問 柳津保育所 電話４２－２２３８ 

平成２６年度「新規入所児童」の募集について 

５



 

 

 

米全量全袋検査については、農家の皆さまの御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

現在、連日にわたり全量全袋検査を実施しており、１０月７日現在の検査数量は約２１，０００袋であり、検

査結果は全て基準値以下となっております。 

安全安心なお米を消費者に届けるため、必ず検査を受けていただくようお願いいたします。 

 

■検査の対象 

出荷・販売する米だけでなく、飯米、縁故米など、全ての米を対象に検査を行います。 

検査は出荷する状態（３０㎏米袋、玄米）で行います。 

 

■検査の申込み 

個人で直接販売する米及び飯米等は地域再生協議会で集荷し、検査後に返却します。 

バーコードの貼り付けまで終了しましたら、役場農林振興班へ検査を予約申込みしてください。 

 

■その他 

①必ず新しい米袋を使用してください。 

②バーコードラベルは正しい位置に貼り付けしてください。 

 

問  地域振興課農林振興班         電話４２－２１１６ 

ＪＡ会津みどり柳津営農経済センター 電話４２－２６１６ 

 

 

 

 

 

一般社団法人福島県造園建設業協会では、下記により講演会を開催しますので、是非御参加ください。 

■日   時  １０月１９日（土） 午後２時３０分から 

■会   場  民報ビル３階 ロイヤルホール （福島市太田町１３－１７） 

■講演内容  なぜ、私が日本の自然に魅せられたか・・・～日本の森を語る～ 

■講演講師  C.W.ニコル氏（イギリス南ウェールズ出身、１９９５年日本国籍取得） 

        作家、環境活動家、探検家 

        これまでカナダ、エチオピアなど世界各地で環境保護活動をされています。 

■申 込 み  下記の問い合わせ先まで、１０月１５日（火）までに電話等でお申込ください。 

問 一般社団法人福島県造園建設業協会 電話０２４－５９３－００３９ 

 

平成２５年産米全量全袋検査について 

講演会を開催します（入場無料） 

６



 

 

 

 今年の西山中学校文化祭は、「一味同心」 ～虹色の空に羽ばたく白い鳥たち～をテーマに開催します。 

 これまでの学習の成果、作品の展示、合唱等の発表をとおして、地域の方々との交流を深めたいと考え、生

徒一人一人が心を込めて準備を進めてきました。 

 たくさんの方々の御来校をお待ちしています。 

 

■日  時    １０月２６日（土） 一般公開 午前１０時００分から午後４時００分まで 

■場  所    西山小学校体育館 

■テ ー マ    「 一味同心 」 ～虹色の空に羽ばたく白い鳥たち～    

 

   

○開会セレモニー 

○少年の主張・英語弁論 

○１年生総合発表 「ロードフラワー」 

○２年生総合発表 「職場体験学習」 

           ○バザー（保護者） 

○３年生総合発表 「森林環境学習」 

           ○全校合唱 

           ○グループ発表 

           ○職員発表 

           ○全体発表 

           ○閉会セレモニー 

  

問 西山中学校 電話４３－２２４３ 

西山中学校文化祭開催します 

プログラム 

７



 

 

 

 今年の柳津中学校文化祭は、「Friendship」～決して忘れることのない友情～をテーマに開催します。 

 各学年の総合的な学習の時間の発表や少年の主張、英語弁論の発表、恒例となった音楽祭や有志イベン

トなどが企画されています。また、昨年好評だったスライドショーの上映も予定されており、中学生の活躍の様

子も御覧いただけます。 

 これまで、全校生一人一人が文化祭の開催に向けて、心を込めて準備を進めてきました。 

 たくさんの方々の御来校をお待ちしています。 

 

■日  時    １０月２７日（日） 午前８時３０分から午後３時４０分まで 

■場  所    柳津中学校体育館 

■テ ー マ    Friendship ～決して忘れることのない友情～     

 

   

○総合的な学習の時間の発表（各学年） 

            ・１年生 「森林環境学習」 

            ・２年生 「会津若松市学習旅行」及び「職場体験活動」 

            ・３年生 「沖縄修学旅行」 

           ○スライドショー上映 「柳津中生の活躍」 

           ○少年の主張発表 

           ○特設英語弁論部発表 

           ○PTA バザー 

           ○展示作品見学 

           ○柳津中学校音楽祭 

            （全校合唱、各学年、特設合唱部、女声合唱、男声合唱） 

           ○有志イベント 

  

 

    

問 柳津中学校 電話４２－２３６９ 

８

柳津中学校文化祭開催します 

プログラム 



 

 

 

 県は、１０月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して不正軽油の排除に取り組んでいます。 

「不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない。」 

 不正軽油の防止及び撲滅には、県民の皆様の御協力と情報提供が欠かせません。 

 不正軽油の情報提供につきましては、県庁税務課または最寄りの地方振興局県税部まで御連絡ください。 

 

問 県庁総務部税務課     電話０２４－５２１－７２０５ ＦＡＸ０２４－５２１－７９０５ 

会津地方振興局県税部  電話０２４２－２９－５２６１ ＦＡＸ０２４２－２９－５２３９ 

 

 

 

 

日ごろより弊社事業活動への御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。 

さて、柳津発電所（ダム）におきまして、平成２５年３月に放流警報装置（サイレン・スピーカー）を更新したこと

により、これまでと比べてサイレンの音に若干の違いがありますので、お知らせいたします。 

なお、毎日９時にスピーカーの音を実際に鳴らして、装置の点検を行っております。 

 

問 東北電力株式会社只見川ダム管理所 電話０２４１－５２－３４２２ 

 

 
 

 

平成２５年９月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工事・委託につ

いての結果です。 

なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 

指名競争入札  【工事】         （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

９月１１日 耐震性防火水槽設置工事
大字郷戸 

字長〆地内 
7,171,500 7,035,000 

美里建設工業 
株式会社柳津支店

９月１１日 耐震性防火水槽設置工事
大字柳津 

字下荒町地内 
5,964,000 5,848,500 

大成建設工業 

株式会社 

９月１１日 耐震性防火水槽設置工事
大字久保田 

字居平地内 
5,775,000 5,565,000 

有限会社 

西村土建 

９月１１日 舗装新設工事 
大字猪倉野 

字苗附場地内 
2,898,000 2,835,000 

羽賀建設工業 

株式会社 

問 総務課企画財政班  電話４２－２１１２ 

不正軽油撲滅強化月間について 

平成２５年９月分工事等入札結果 

東北電力からのお知らせ 

９



奥会津五町村活性化協議会 ＪＲ只見線復興応援プロジェクト事業 

「JR 只見線に乗って奥会津の秋を満喫」 

今回は、只見線に乗って秋の奥只見湖を周遊するコース、金山町や昭和村で開催

される食を満喫できるイベントに参加する只見線乗車体験コースなどの計３コー

スを企画しました。みんなで只見線に乗って応援しましょう！ 

 

 
 

＜日時及び行程＞ 平成２５年１０月２４日（木） ※定員になり次第受付を終了いたします。（定員２５名） 

柳津町役場発

8:00

只見駅発

9:30

小出駅着

10:45

魚沼市観光＆奥只見湖見学

10:45～16:00

小出駅発

17:10

只見駅着

18:28

柳津町役場着

19:55
 

＜そ  の  他＞ 行き及び帰りのバスは三島町役場・金山町役場を経由します。 
奥只見湖遊覧船乗車料（大人 1,100 円、小人（小学生）550 円、幼児無料（幼児 2 名の場合は

小人１名の料金））、遊覧船乗車料は個人負担となります。 
 

 

 

＜日時及び行程＞ 平成２５年１０月２６日（土） 会場：金山町 

会津柳津駅発

8:46

会津中川駅着

9:33

会津中川駅発

15:32(12:38)

会津柳津駅着

16:17(13:24)会津中川駅～ごっつおまつり会場間は徒歩での移動が可能です。

”奥会津ごっつおまつり会場”
どうぞお楽しみください！

 

＜見 ど こ ろ＞ 奥会津の「ごっつお」が大集合！そば早食い大会やおもしろ釣りゲーム、ゆるキャラじゃんけ 

ん大会など、景品盛りだくさんなイベントも催します。会場内に温泉もありますので、お腹を満

たした後にゆっくり癒されてはいかがですか。 

 

 

 

＜日時及び行程＞ 平成２５年１０月２７日（日） 会場：昭和村 

会場内は各自自由行動となります。(10:15～14:30)

会津柳津駅発

8:46

会津川口駅着

9:38

会津川口駅発

15:27

会津柳津駅着

16:17

”秋味まつり会場”
どうぞお楽しみください！

 

＜見 ど こ ろ＞ 矢ノ原高原の新そばや村内の味自慢店の秋の味覚をお楽しみいただけます。そば口上の披 

露や地元音楽研究会によるミニコンサートも行われます。会場内のからむし工芸館では企画 

展も開催中です。 

 
 

＜行程の表記＞ 「・・・・・」バスでの移動、「＝＝＝＝＝」ＪＲ只見線での移動となります。 

＜参加費用＞  無料です。（ＪＲ只見線乗車運賃及びシャトルバス乗車運賃は協議会で負担します。） 

＜参加費用＞  ただし、各コースとも昼食代等は個人の負担となります。 

＜申込期限＞  平成２５年１０月１８日（金）※期間厳守 
 

お申込み又はお問い合わせ 奥会津振興センター 電話０２４１－４８－５５２５ まで 


